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経済環境
足許では労働需給のひっ迫によるインフレ圧力が高まる米国の金融引き締め強化や内外金利差拡大による円安などの対外リスク要因が顕在化。
2023年度の世界経済の見通しは＋1.6％と下方修正され、日本の実質GDP期待成長率の見通しも、2022年度＋1.3％、2023年度は＋1.1％と
再度の下方修正。しかし、欧米に出遅れたコロナ禍からの回復や財政出動に支えられて日米欧の中で唯一のプラス成長を維持する見通し。職場回帰
の流れは加速しており、東京都心オフィス・ワーカーの伸びは総じて堅調である。22年第2四半期の東京都の失業率は、前四半期から変わらず2.8%で
あったが、男性就業者増加などによる就業率は前年同期比2.3％上昇の67.2%、就業者数は前年同期から3.1 ％増の836.5万人となった。全国の就
業率は61.1％、同就業者数の純増が20万人にすぎないことを鑑みれば、東京都の回復へ向けた足並みは力強い。22年6月末の産業別雇用者数
（原数値）をみると、情報通信業は前年同期から16.2％増、コロナ前の2019年末対比でも14％増となる97.4万人となった。一方、市況悪化の影
響が強まる金融業・保険業は2019年末からは1.8万人減少。業種別の雇用の回復度合いは、まだら模様となっている。

需給
オフィス需給は引き続き弱含みしている。空室を残した大規模ビルが竣工を迎えたため、期末の都心5区グレードAオフィスの空室率は前年同期比
1.4pp上昇となる4.6%となったが、募集面積率は同0.3pp減少の7.3%とほぼ変わらず。サブマーケット別にみると、京橋・八重洲エリアや飯田橋・九段エ
リアにおいて、ともに空室率は上昇した。高品質のビルに割安な賃料で移転する需要をうまく取り込み、新橋・汐留エリアにおける募集面積率は2021年
8月時点の27％のピークからほぼ半減し、募集賃料も底打ち。対照的に、隣接する浜松町・御成門エリアにおける空室率は同9.8pp上昇となる11.8%
となった。また、都心へのアクセスが劣る湾岸エリアの募集面積率は総じて二桁台で高止まり、フリーレントを6－12か月提案しても空室が埋まらない事例
も散見されている。2023年は虎ノ門、三田、西新宿などで大型供給が予定されているが、期末時点での内定率は43.8％。依然として全体の総需要
（ネット・アブソープション）がマイナス圏に留まることなどからも、更なる市況の緩和が見込まれる。

賃料
都心5区グレードAオフィス全体の平均想定成約賃料は前年同期比3.1%減少し34,370円。全体の下落幅を俯瞰すると、募集賃料の落ち込みを想
定成約賃料の落ち込みが上回っており、フリーレント等の奨励金を調整した想定実質賃料の落ち込みは相応に広がっている。こうした落ち込み幅の格
差拡大からは ビルオーナーが認識している以上に需給が弱いことが示唆されているといえるだろう。そして、エリア別の動向をみても、浜松町・御成門エリ
アでは、平均想定成約賃料は前年同期比10％下落、築古ビルの多い銀座エリアなどでも実質賃料の下落が広がりつつある。総体的にみるとグレード
の高いビルでの実質賃料の調整が進展してきたことから、玉突き的にグレードの低いビルでの価格調整圧力が波及していくことを見込んでおきたい。

4.6 %
空室率

26,110
年間ネット・アブソープション((坪)

‐3.1％
平均想定成約賃料 (前年同期比)
注記ののない限り、全て都心5区グレードＡオフィス平均
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出所：東京都統計局、総務省統計局
*2022年第2四半期平均
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都心5区グレードAオフィス：需要と供給（坪） 都心5区グレードＡオフィス賃料インデックスと空室率の見通し

出所: クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド 出所: クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド
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新築・１年以内竣工予定のグレードAオフィスビル推定内定率

主要なセクター別移転取引動向,, 年初来(坪）

グレード別、オフィス賃料の変動を比較する（2021年9月末対比）

Outlook

• 賃料は下落傾向：今後二年間の賃料水準は、６%台を目処とした下落、景気減速を反映して2025年までは賃料下落サ
イクルが続くことを弊社では見込んでいる。水面下で高価格帯での賃料調整がある程度進んだことから、玉突き的にグレードの
低いビルでの賃料下落幅が拡大傾向にある（右下グラフ参照)。弊社調査では、最もグレードの高いビル（貸床面積6千坪
以上）をダブルA、 さらにグレードBにおいても基準床面積300坪以上をダブルBBとして細分している。このうちダブルAに該当
しないグレードAビルでは、価格競争力が下振れ。賃料減額にもかかわらず、空室率頭打ちの兆しが未だ見られない。 ビルオー
ナーには、早期テナント確保を視野に入れたより柔軟な期間、賃料設定、賃貸条項の交渉を推奨する。

• エリア別の空室動向は二極化：今後2年間の都心5区グレードAオフィス空室率は5%台半ばを目処とした緩やかな上昇を
見込む。ただし、エリア別空室率には相応の格差が生じており、賃料を減額しても空室が埋まらない事例も増加していくだろう。
ビル別に空室状況をマッピング（5ページ参照）すると、総じて周辺地域において空室率が高止まりした状況がわかる。テナン
トにおいては、大型再開発、利便性の向上が見込まれる都心地区を中心に早めの移転計画を作成することを推奨する。

• 築古ビルのプライシングに注意：資産クラス別に比較すると、築古の大型物件を多く含むオフィスにおける気候リスク・エクス
ポージャーは資産価値の約6％程度１と最も高い。エクスポージャーの最も低い賃貸住宅と比較すると、割高な規制対応コス
トだけでなく、管理・維持・運営にかかるコストも趨勢的に増加が見込まれる。円安を伴う景気後退、市況全体の空室率上
昇、賃料下落が暫く見込まれる中、投資家においては個別物件のプライシングがますます重要になってくると考えられる。

49,507坪 232,930坪

出所: クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド

出所: クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド*移転前と後双方の面積が把握されている移転取引のみ対象

出所: クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド

移転傾向
賃料下落に乗じたテナントの移転件数は引き続き増加傾向。2022年初来に公表された9か月間の成約面積を集計すると、2020
年 / 2021年の年間成約面積の111％ / 83％まで達した。報告された移転取引における大規模ビルの比率も上昇傾向にあり、質
の高いビルに割安な賃料で移転する傾向が強まっている。期中の業種別動向をみると、テレワークの影響が総じて限定的な製造業
の好立地物件に対する移転需要は底堅かった。一方、楽天インシュアランスなどの約3千坪の減床が報じられた金融サービス業、コ
スト高による業績懸念が強まる卸売・小売業などは総じて伸び悩んでいる。また、テレワーク導入を理由とする減床はTMT２が主体
となっており、期中には増員による小規模な拡張移転も散見されたものの、年初来のネット・ベースでは依然としてマイナス。産業別
に移転傾向の相違が強まりつつある。

売買動向
2022年第3四半期までの年間オフィス売買高は坪単価の下落を受けて金額ベースでも前年同期比36.3％減少。10年国債金利
は年初来約20bps上昇し、開示されているベースでの取引キャップレートも連動して上昇傾向。投資家の手控えが広まり、平均取
引規模は縮小傾向にある。年間ベースでは、海外投資家の比率が半減する一方、国内投資家への置き換えが進んだ。
期中では、東京都心、湾岸エリア、横浜市などでの大型ビル取引が継続。日本政府は、2018年竣工の大手町プレイスの区分所
有権（専有床面積約8万ｍ２）を対象とした入札を実施。主にヒューリックが出資するSPCが約4千億円規模で落札。なお、
ヒューリックは、 2010年竣工のみなとみらいセンタービル（延床面積約9.5万ｍ２）を英国のM&G Investments に約1千億円規
模で売却している。同様にポートフォリオ入れ替えを進めるM&G Investmentsは、1991年竣工のKR豊洲ビルと1993年竣工の渋
谷の中型ビルをゴールドマンサックスに売却している。

１アジアパシフィック全体のRCA収録物件（機関投資家向け投資対象）、2022年3月末時点
2Telecom Media Technology (TMT) industryの総称
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グレードAオフィス市場：サブマーケットの需給動向（平均想定成約賃料順）

出所: クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド

注：賃料：想定成約賃料で共益費込みの賃料総額（グロス・レント）
空室率：当期末時点での空室面積を貸床面積合計で除したもの

募集面積率：公開されている募集面積を貸床面積合計で除したもの
ネット・アブソープション＝前四半期末空室面積＋当四半期内新規竣工ビル入居面積ー当四半期末空室面積

総貸室面積 期末稼働面積 期末 １年以内 １年以内 平均募集賃料

（坪） （坪） 募集面積率 新規供給 建設中
(月 / 坪、共益費

込み)

前年同期比 前年同期比 （坪） （坪） 前年同期比 前年同期比

丸の内・大手町 592,413 575,211 4.8% -0.78% 2.9% 0.73% -4,354 0 0 ¥46,982 -4.1% ¥44,092 -3.4%

京橋・八重洲・日本橋 182,880 163,036 13.7% 10.39% 10.9% 8.36% 22,071 38,315 0 ¥43,819 4.0% ¥40,582 1.8%

渋谷 117,694 117,694 0.3% -5.13% 0.0% -0.29% 341 0 30,340 ¥41,820 -0.3% ¥38,793 1.5%

虎ノ門・神谷町 141,342 140,430 2.4% -0.44% 0.6% -0.60% 852 0 93,303 ¥41,164 1.7% ¥36,864 0.5%

六本木 205,279 196,255 10.3% 0.03% 4.4% -1.87% 3,831 0 0 ¥41,114 0.5% ¥36,001 -0.5%

赤坂 94,577 91,599 5.8% -0.17% 3.1% 0.33% -310 0 0 ¥35,266 -0.3% ¥32,559 -1.6%

霞ヶ関・内幸町 99,489 98,475 2.8% 0.37% 1.0% 0.73% -731 0 0 ¥36,226 -2.9% ¥32,485 -4.7%

銀座 42,855 38,641 12.9% 2.59% 9.8% 5.27% -2,257 0 0 ¥33,792 -7.5% ¥31,611 -3.9%

新橋・汐留 115,828 102,803 14.2% -10.03% 11.2% -5.59% 6,478 0 0 ¥33,698 -0.8% ¥30,002 -5.3%

飯田橋・九段 54,504 49,208 14.7% 11.34% 11.8% 11.77% 4,777 11,192 0 ¥32,401 -3.2% ¥30,056 -1.2%

芝浦・海岸 72,351 71,473 1.2% -1.60% 1.2% -0.24% 176 0 0 ¥33,334 -0.4% ¥28,579 -9.1%

浜松町・御成門 100,466 88,569 13.6% 0.62% 11.8% 9.82% -9,866 0 0 ¥32,708 -3.7% ¥28,554 -10.0%

品川港南口 136,112 132,244 3.6% -6.27% 2.8% 0.96% -1,306 0 0 ¥31,554 -1.0% ¥28,549 -2.5%

三田・田町 41,631 37,920 13.1% 2.97% 8.9% 7.41% -3,087 0 54,237 ¥30,127 -1.3% ¥26,862 -4.7%

晴海・勝どき 85,028 75,315 31.2% 16.44% 11.4% 3.94% -3,349 0 0 ¥18,679 -0.4% ¥16,379 -0.5%

都心５区 2,679,394 2,557,399 7.3% -0.3% 4.6% 1.4% 26,110 49,507 177,880 ¥37,732 -2.0% ¥34,370 -3.1%

サブマーケット 期末空室率
ネット・アブソープ

ション（坪）

平均想定成約賃
料 (月 / 坪、共

益費込み)
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グレードAオフィス新規供給予定ビル、今後12か月

主要なオフィス売買動向 Q3 2022

主要なオフィス移転事例 Q3 2022公表分

ビル名 サブマーケット 主なテナント 基準床面積 想定延床面積（坪） 竣工予定 貸主 / ディベロッパー

虎ノ門・麻布台プロジェクト メインタワー 虎ノ門・神谷町 ドイツ銀行・日本タタコンサルタンシーサービシズ（TCS） 1,301 93,049 2023年3月 森ビル・日本郵便

東京三田再開発プロジェクト 三田・田町 京セラ・ユニ・チャーム 1,204 51,219 2023年3月 住友不動産

田町タワー（TTMプロジェクト） 三田・田町 三菱重工 787 26,271 2023年5月 三菱重工・徳栄商事

虎ノ門ヒルズステーションタワーA-1街区 虎ノ門・神谷町 n/a 998 72,128 2023年7月 森ビル・都市再生機構・東洋海事工業

(仮)渋谷桜丘プロジェクト 渋谷 n/a 820 55,902 2023年11月 東急不動産

虎の門二丁目地区再開発業務棟 虎ノ門・神谷町 n/a 1,059 21,859 2023年11月 日鉄興和不動産・第一生命・関電不動産開発・JR九州・
東京ガス不動産・大成建設/都市再生機構

移転先ビル名 サブマーケット 移転元ビル名 サブマーケット テナント 業種 想定賃借面積
（坪）

ネット増減
（坪） 移転理由

楽天クリムゾンハウス青山 青山・表参道 新宿イーストサイドスクエア 新宿 楽天グループ（楽天インシュアランスホールディングスなど） 金融サービス 678 ▲2,922 テレワーク導入

東京スクエアガーデンなど 京橋・日本橋 東京日本橋タワー 京橋・日本橋 ブリヂストン化工品ジャパン、ブリヂストン物流など 卸売・小売 1,361 ▲ 1,361 拠点戦略に伴う返却

幸ビルディング 霞ヶ関・内幸町 電機連合会館 三田・田町 電機連合 その他 1,364 - 立替/再開発

東京汐留ビルディング 新橋・汐留 晴海センタービル 晴海・勝どき ピーエス三菱 建設 1,000 ▲ 294 拠点戦略

住友不動産青山ビル西館 赤坂 Daiwa御成門ビル 浜松町 UCCホールディングスなど 食品 1,124 ▲ 388 テレワーク導入

ビル名 サブマーケット 売主 / 買主 延床面積（坪） キャップレート 売買価格（十億円）
/ 坪単価（百万円）

大手町プレイス（オフィス部分） 大手町 日本政府/ヒューリックなど 区分）24,410 2.5% ¥400B / ¥16.4M

KR豊洲ビル・ゴールドウィン本社ビル 豊洲・渋谷 M&Gインベストメンツ/ゴールドマン・サックス 9,177* ー 推定¥20B */ ー

みなとみらいセンタービル 横浜市 ヒューリック/M&Gインベストメンツ 28,804 3.4% ¥108.B / ¥5.2M

出所: 日経不動産マーケット情報

出所: リアル・キャピタル・アナリティクス (RCA)、各社HP内プレスリリース

出所: クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド

12棟合計
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東京サブマーケット別：2022年第3四半期の募集面積率をビル別にマッピングする
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調査対象
グレード：都心5区のグレードA/B オフィスビル
棟数 ：202棟/144棟
貸床面積：2,679,394坪/442,105坪

調査対象・定義

オフィス
グレードの
定義

グレードA 東京圏、大阪、名古屋/2000年以降竣工/貸
床面積4,000坪以上/基準階面積300坪以上

グレードB
東京圏、大阪、名古屋/1983年以降竣工/貸
床面積2,000坪以上/基準階面積（東京圏）
200坪以上（大阪、名古屋）150坪以上

出所: クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド

総貸室面積に対する
募集面積の比率 (坪)

25% 以上

15%

5% 以下
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